スポーツ少年団団員募集!
学校や学年の枠を超えて多くの仲間と交流ができ、スポーツを通して社
会の一員として活動をします。
スポーツ少年団名

中 標 津 水 泳

中標津町剣道

募集対象
小中高生

（25m泳げること）

小学１～３年生

練習日程

練習場所

毎週火～土
18：00～19：30

※初心者は入団後日程
を調整します。

小中学生

中標津町空手道

小中学生

◦防具、用具一式
（45,000円程度）
※防具は概ね小学校卒業
まで使用できます。
※初心者は最初、竹刀の
み使用。

月会費

◦柔道着
（7,000円～10,000円程度）

月会費
1,000円
（登録・保険料別
途）

◦空手道着
（8,000円程度）

年会費 14,000円
（施設使用料別途）

館

◦バスケットシューズ

月会費
1,000円
（小１～３）
月会費
2,000円
（小４～６）

中標津ミニバスケットボール

小学生

小学生

運動公園
睦運動広場
体育館など

◦ボール
◦シューズ
◦レガ―ス
◦ドリンクホルダー
など

月会費
1,000円
（小１・２）
月会費
2,000円
（小３～６）

中標津サッカー

なかしべつラグビースクール

※年齢問わず女子
団員も募集して
います。

小学生

武

道

館

毎週火・木
18：00～19：30
※見学随時

毎週火・木・金 他
17：30～19：00
毎週
月・水・土 他

※時間は学年や時期に
より変動

費

年会費 10,000円
月コース料

4,000円

※初心者は当面土曜日
のみ参加

中標津町柔道

会

◦キャップ
◦ゴーグル
◦ビート板

温水プール

毎週水
18：00～20：00
毎週土
9：30～11：30

毎週水・金
18：00～19：30

用具・費用など

（各自で用意するもの）

体

育

1,000円

申込・問合先／町体育館または焼肉万景（五十嵐）☎72-１９２９
締切日:４月５日㈯

原則毎週水
17：30～19：00
毎週土
10：00～12：00

運動公園
体育館など

◦種目によって必要なもの

年会費 8,000円
（兄弟入校者 7,000円）
（新規入校者 9,000円）

申込方法
・中標津町スポーツ少年団本部(中標津体育館窓口)にて、所定の用紙に記入のうえ申し込みください。
・年会費等の必要経費は申込後、各団の事務局から連絡がありますので、その際に納入方法等を確
認し、納めてください。
スポーツ少年団についての問い合わせは、中標津町スポーツ少年団本部（中標津体育館☎72－2316）まで!
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中標津町教育委員会

文部科学省は、４年ぶりに全国の全ての小学
６年生と中学３年生を対象に昨年４月 24 日、
今年度で７回目となる平成 25 年度全国学力・
学習状況調査を実施しました。今回の学力調査
は昨年度実施した理科を除き、従来の国語と算
数・数学の２教科について実施されました。
文部科学省は８月 27 日付で、今年度実施し
た調査結果等を公表しました。それによります
と、国語Ａ・Ｂ、算数（数学）Ａ・Ｂの全８科目
の道内の公立の平均正答率は小学生が前年度比
0.45 ポイント下がって 58.9％で全国順位は 45
位（前年度 46 位）
、中学生が前年度比 5.4 ポイ
ント低い 60.9％で全国順位は 38 位（前年度 42
位）でした。小中ともに順位を上げたものの、
道教委が目指す全国平均以上の学力には依然隔
たりがあります。
また、北海道教育委員会は 11 月５日付けで、
「北海道版結果報告書」を公表しました。それに

よりますと学力については、平均正答率の全国
との差が縮まるとともに、無解答率の減少、類
似問題・同一問題の正答率の上昇など、本道の
子どもたちの基礎学力には改善の兆しが見えつ
つあります。
本町の学力調査の分析結果につきましては、
＜別表＞のとおりです。小学校における全道の
平均正答率と本町の正答率との比較で、国語Ｂ
｢やや低い｣ を除いて他の科目は全道の平均正
答率と「ほぼ同様（下位）
」となっています。中
学校は、国語Ｂ ｢低い｣ を除いて他の科目は全
道の平均正答率と「ほぼ同様（下位）
」となって
います。
一方、正答数の少ない児童生徒の割合は、小
学校では全ての科目で全国・全道より多い分
析結果となっています。中学校では昨年度の全
国・全道と比べて全ての科目でその割合が大幅
に減少し、改善されました。

全国学力・学習状況調査分析結果の考察

＜別表＞
小学校
全

国

平均正答率（％）
国語Ａ

国語Ｂ

算数Ａ

算数Ｂ

62.7

49.4

77.2

58.4

本町と
やや低い 相当低い やや低い
全国との差
全

道

60.4

46.4

74.9

低い
54.0

本町と
ほぼ同様
ほぼ同様 ほぼ同様
やや低い
全道との差 （下位）
（下位） （下位）
管

内

59.8

44.4

74.9

本町と
ほぼ同様 ほぼ同様 ほぼ同様
管内との差 （下位） （下位） （下位）

54.0
同様

※国語Ａ、算数・数学Ａ＝主として｢知識｣に関する問題

中学校
全

国

国語Ａ

国語Ｂ

数学Ａ

数学Ｂ

76.4

67.4

63.7

41.5

本町と
やや低い
全国との差
全

道

76.0

低い

やや低い やや低い

66.2

62.3

39.1

本町と
ほぼ同様
ほぼ同様 ほぼ同様
やや低い
全道との差 （下位）
（下位） （下位）
管

内

本町と
管内との差

74.0

62.3

60.3

35.8

同様

同様

同様

同様

※国語Ｂ、算数・数学Ｂ＝主として｢活用｣に関する問題

全国・全道平均正答率との差の表現区分
ほぼ同様（上位）＝+１～+３ポイント未満
同 様
＝±1ポイント未満
ほぼ同様（下位）＝－１～－3ポイント未満

次に、本町における児童 生徒の学習状 況調
査 から 特 に 課 題と 思 わ れる 項 目は、
「学習時
間 」、｢ 基 本 的 生 活 習 慣 ｣、｢自尊 意 識 ｣、
「社会

やや低い＝－３～－5ポイント未満
低 い ＝－５～－7ポイント未満
相当低い＝－7ポイント以下

に対する興味・関心」となっています。具体的
には、① 1日当たり、１時間以上家庭学習をす
る児童生徒の割合は、小学校調査では 46.3％
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学校の情報

本町における平成25年度

学校の情報

( 全道 50.5％ )、中学校調査では 54.9％ ( 全道
62.1％ ) であり、このことから、学校と家庭とが
十分連携を図り、小学校低学年から学習意欲の
向上や学習習慣の定着を図ることが大切です。
②読書する時間について、全くしない小学生は
28.9％、中学生は 45.9％です。児 童 生 徒が保
護者とともに読書に親しみ、楽しめる体験がで
きる機会をつくるなど、児童生徒にとって読書
活動が日常的になるような支援が必要です。③
朝食を毎日食べる児童生徒の割合は、小学校調
査では 95.5％ ( 全 道 94.6％ )、中学 校 調 査で
は 94.0％ ( 全道 92.8％ ) です。一方、朝食を
「あ
まり食べていない」、
「全く食べていない」児童
の割合は 4.5％、生徒の割合は 6.0％となって
おり、各学校では全校的な実態の把握に努める
とともに、家庭との連携を図ることが課題と思
われます。④自分には、よいところがあると思
う児童生徒の割合は、小学校調査では 68.4％
( 全道 70.7％ )、中学 校調査では 61.0％（全道
64.5％）です。小・中学生ともに全道に比べて
低い傾向にあります。自分の長所について自信
を持って行動できるような周囲の働きかけが

学校・幼稚園だより

必要です。⑤将来の夢や目標を持っている児童
生徒の割合は、小学校調査では 88.8％ ( 全道
86.0％)、中学校調査では 58.8％
（72.2％）です。
このことから学校においては学校教育目標、教
育方針等にキャリア教育を位置付け、家庭や地
域と連携して児童生徒に夢や目標を持たせる取
り組みが求められます。⑥地域や社会への関心
度については、特に地域行事やボランティア活
動への参加経験が小学生、中学生ともに少ない
ことが調査結果から浮き彫りになっています。
最後に、学力向上と家庭学習を含めた望まし
い生活習慣の定着はまさに車の両輪でありま
す。特に学力向上は単に点数を上げることだけ
ではなく、本町の子どもたちが将来社会で自立
して生きていくために必要な知識を身に付け、
物事に真摯に取り組む力を育てることです。
本調査結果を踏まえ、子どもたちの問題は大
人の責任として考え、未来を担う子どもたちの
ために、学校・家庭・地域・教育委員会が課題
を共有した上で、具体的な目標を設定し、連携
協働しながら改善に向けた目に見える取組を着
実に推進していくことが重要と考えます。

えがお､ かがやけ!
西竹小学校 〜この西竹に再び戻ってくる子どもを育むために〜
科「台風と天気」の学習に興味関心を持って取り
組んだり、俳句や詩の学習では荒川の四季を題材
にした作品を作ったりなど、荒川での活動が教科
の学習に活きていきます。特に学芸会では、子ど
もたち一人ひとりが、４月からの体験学習をスラ
イドやビデオなどを活用しながら保護者や地域の
人に研究発表しています。
３ 荒川での気づきから地域を学ぶ学習へ
 「荒川の上流には、荒川美術館があるよ。」
「拓友
館もある。そこで、老人会がやっているんだよ。」
など、地域への子どもたちの気づきをもとに、荒
川美術館見学を活かした牛の絵の制作、老人会と
の交流によるヨモギ団子づくりや昔遊び、遠足と
してのフットパスなどの地域を学ぶ学習を企画し
展開しています。

本 校 は、< 自 主・ 共
同・実践・合理・創造・
健康 > の６つの言葉を
校訓に、この西竹に再
び戻ってくる子どもを
育むために、学校から
200m の所に流れる荒川を中心にした教育活動を
行っています。
１ 荒川での体験活動から問題解決学習へ
 子どもたちは、胴付きを履き、網やバケツなど
を持って荒川に出かけます。そこで、網で魚や生
き物を取ったり、石を拾ったりなど川遊びを楽し
みます。この活動を繰り返していくうちに、遊び
が学びへと変わります。例えば、魚取り遊びが、
魚の名前や生態を調べることへと、あるいは、生
き物の住みよい環境にするためのゴミ拾い・・・
子どもたちの興味関心の高まりや気づきが問題解
決学習へと質的な変化を見せるのです。
２ 荒川での体験を活かした教科学習の深化や広がり
 例えば、荒川で台風の被害を見つけた子が、理

これらの荒川を中心とした教育活動が、一人ひと
りの子の内に故郷西竹が原風景として残り、やがて
はこの西竹に再び戻ってくることつながると願って
取り組みを進めています。 （教頭 荒 雅樹）
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体育施設ホームページ

http://www.zncs.or.jp/gym/

平成26年度財団主催水泳教室 町内在住の中学生～一般対象
〈ファーストスイミング～はじめの一歩～ ゆっくり、じっくり水に慣れ、基礎からクロールに挑戦！〉
対
期

各教室
共通事項

定
員／ 20 人 受講料（保険料込み）／高校・一般 4,400 円、中学生 3,500 円
申込方法／中標津体育館または温水プールにて、所定の申込用紙で申し込みください。
締 切 日／４月１日㈫

第26回中標津町ソフトバレーボール大会 参加者募集

４月１日（火）から
申込受付開始！
と

毎年盛り上がりを見せる、道東規模の大会！町
内からもたくさんの参加をお待ちしております♪
と
き ４月27日㈰
と こ ろ 中標津体育館
対
象 ・道東地区に在住および勤務している
方。
・道東地区のソフトバレーボールチー
ムに所属している方
・その他、主催者が認めた者
参 加 料 １チーム2,000円
申込方法 中標津体育館で配布している所定の申
込用紙に必要事項を記入し、参加料を
添えて窓口へ申し込みください。
締 切 日 ４月18日㈮
※休館日は受け付けできません。
そ の 他 くわしくは開催要項で確認ください。
主
催 （一財）中標津町文化スポーツ振興財団
主
管 中標津町ソフトバレーボール連盟
問 合 先 中標津体育館 ☎72－2316

き

７月13日㈰ 雨天決行
※開 会式は７月12日㈯午後６時より、
中標津体育館にて実施
と こ ろ 中標津町運動公園
種
目 ハ ーフマラソン、５km、２km（ファ
ミリーの部もあります）
競技開始 ・ハーフマラソン……… 午前 9時45分
・２km… ………………… 午前 9時55分
・５km… ………………… 午前10時05分
申込期間 ４月１日㈫～５月23日㈮ 当日消印有効
●インターネット・携帯サイトをご利用
の場合は５月30日㈮まで
●くわしくは３月下旬より配布する開催
要項または大会ホームページにて確認
ください。
〈大会ＨＰ〉http://www.zncs.or.jp/330.html
問 合 先 実行委員会事務局 中標津体育館☎72－2316

平成26年度中標津水泳協会

平成26年度 温水プールスポーツサークル登録

スイミングスクール 新規参加者募集中！

対

象
温水プールでの定期活動サークルなど
※年 度毎に更新が必要ですので、25年度
登録団体も継続の場合は手続きを行って
ください。

募集人数

Aコース

16：30～17：30

30名程度

17：45～18：45

若干名

19：00～20：00

若干名

Bコース

小学校１年生～４年生

Cコース

小学校５年生～６年生

全コース毎週木曜日（年27回）／受講料10,000円

募集対象 「潜る」

「浮く」
「進む（５ｍ以上）
」ができる新
小学１年生～６年生
申込方法 要項および申込用紙を温水プール窓口で配布
しています。申込用紙を温水プール窓口に提
出してください。
電話・ＦＡＸでの申し込みはできません。
締 切 日 ３月 23 日㈰
泳力チェック ４月５日㈯午後５時 30 分受付（温水プール）
そ の 他 くわしくは要項で確認ください。
主
催 中標津水泳協会
問 合 先 中標津体育館 ☎ 72 － 2316

手続方法
温水プールで配布している所定の用紙に必要
事項を記入し、会員名簿を添えて提出してく
ださい。
中標津体育館
温水プール

練習時間

小学校１年生～３年生

有効期間
平成26年４月１日～平成27年３月31日
※４月１日以降に申請された場合は、登録
完了日からとなります。

問 合 先

コース名

☎72―2316
☎72―7001

4

スポーツ施設の行事予定は、このページ上部記載のホームページ「施設別カレンダー」でご覧になれます。
このページの記事に関する問い合わせは、体育館（☎７２―２３１６）まで。

象：初心者の方（水慣れ、浮く、潜る、ができること）
間：４月８日～６月 10 日 19：30 ～ 20：30 毎週火曜日／全８回
〈イブニング・クロール～初級者向け～ 夜の時間を有効に使い、基本クロールを完成させよう！〉
対 象：初級者の方（け伸び程度ができること）
期 間：４月９日～６月４日
19：30 ～ 20：30 毎週水曜日／全８回
〈モーニング・クロール～初級者向け～ 昼の時間を有効に使い、基本クロールを完成させよう！〉
対 象：初級者の方（け伸び程度ができること）
期 間：４月 10 日～５月 29 日 10：30 ～ 11：30 毎週木曜日／全８回

スポーツ情報

一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

図書館情報

一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

図書館ホームページ

http://www.zncs.or.jp/library/

としょかん人形劇
入場無料

３月の展示
一般展示 『愛』

『とりかえっこ』ほか

★家族、友だち、恋人…愛を感じる本、いかがですか？

児童展示 『安全は万全？』

絵本でも楽しめるおはなしが、人形劇で楽
図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

★災害時の準備は大丈夫ですか？防災について考えま
しょう！

しめます。そのほか、音楽劇やペープサート
（紙人形劇）、腹話術などもりだくさん！

児童特別展示 『ともだちはモンスター！』

かわいい人形たちが、みんなを待ってるよ！
と

き／３月30日㈰

★３月 26 日の春休み子ども映画会は「モンスターズ・
ユニバーシティ」！モンスターを身近に感じる本を
紹介します♪

午前10時～11時

※開場は午前９時30分
ところ／しるべっと

蔵書点検による
特別休館のお知らせ

コミュニティホール

対

象／幼児～小学校低学年程度

出

演／劇団ひよっこ、腹笑会



蔵書点検のため、下記の期間中休館いたします。
期間中、返却本は図書館入口前の返却ポストへ
ご返却ください。
なお、ＣＤ・ビデオは破損の恐れがあるため、
開館日に直接カウンターへお持ちください。
期 間 ３月４日㈫～９日㈰

（いずれも札幌市）

※申し込みは不要です。直接会場へお越しく
ださい。

新 着 図 書 案 内
『絵本の記憶、子どもの気持ち』


『「最悪」の法律の歴史』

山口雅子／著（一般） 『イラストを仕事にする。』


ネイサン・ベロフスキー／著（一般） 『きれいですごい魚』


『ぼくは戦争は大きらい』


赤木かん子／著（児童）

やなせたかし／著（一般） 『いすおばけぐるぐるんぼー』


『雪月花黙示録』
『注文の多い注文書』


フレア／著（ＹＡ）

恩田陸／著（一般） 『えをかくかくかく』


角野栄子／著（児童）

エリック・カール／作（児童）

 かこさとし／作（児童）
小川洋子／著（一般） 『おたまじゃくしのしょうがっこう』

『虎の尾』

：ヤングアダルトの略。中高生向けの本です。
今野敏／著（一般） ※（ＹＡ）

郷土学習情報

vol.130

郷土館発 !

なかしべつ学

武佐岳

中標津町教育委員会

学芸員

村田

一貴

さようなら開陽小学校

開陽小学校は、３月末をもって 95 年間の歴史に幕を閉じることになりました。
今回は写真とともに校舎の歴史を振り返ってみたいと思います。

大正７（1918）年、標津尋常高等小学校付属
開陽特別教授場として開校。

昭和３（1928）年、新校舎落成、新築移転。
昭和 39（1964）年まで使用。

昭和 39（1964）年、鉄筋ブロックとして新築
し、現在に至る。

☞中標津町郷土館ホームページ：http://www.nakashibetsu.jp/kyoudokan_web/index.htm
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☎72－2190

文化会館ホームページ

http://www.zncs.or.jp/shirubetto/

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

中標津町総合文化会館開館20年記念事業 （平成26年７月１日で開館から20年を迎えます）

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ＮＨＫ「ＢＳ日本のうた」

公開録画観覧者募集

往復ハガキ記入方法

と

＜往信用表面＞

＜返信用裏面＞

0 8 5 86 6 0

﹁ＢＳ日本のうた﹂係

往信

ＮＨＫ釧路放送局

何も書かないで
下さい
（結果を印刷して
お送りします）

＜往信用裏面＞

TAPESTRY OF SONGS –THE BEST OF ANGELA AKI

所
前

アンジェラ・アキ Concert Tour 2014

住

⬆郵便番号

返信

郵便番号
住
所
名
前
電話番号

؊ȉͧ

対象事業
対象
対
象事
象
事業

と き／５月12日㈪ 午後６時開場 午後７時開演
ところ／しるべっとホール
中
チケット販売
入場料／指定席6,900円、立見6,400円
※税込み、指定席完売後立見チケット発売
※未就学児入場不可、窓口でのカード払い不可
プレイガイド／
・しるべっと窓口 ☎0153－73－1131
・チケットぴあ ☎0570－02－9999 http://pia.jp
Ｐコード218－368
・ローソンチケット ☎0570－084－001 Ｌコード17389
・イープラス http://eplus.jp ※携帯・ｗｅｂサイトのみ
主催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
企画／ホクラニ音楽出版
制作／SOGO
後援／中 標津町教育委員会、北海道新聞社中標津支局、
釧路新聞社中標津支社、月刊新根室、FMはな、
EPICレコードジャパン
このマークがついている事業では、
電話予約 (☎73 1131〔しるべっ
と〕
）
をすることができます。

このマークがついている事業では、
車椅子席・付添者席があります。
ご希望の方はチケット購入時にお
申し出ください。
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このマークがついている事業では、
託児サービス(子ども１人 1,000 円 )
があります。ご希望の方は公演の
10 日前までにお申し出ください。

このページの記事に関する問い合わせは、しるべっと（☎７３―１１３１）まで。

＜返信用表面＞

名

き／４月17日㈭
午後６時開場 午後６時40分開演
ところ／しるべっとホール
出 演／未定 ※決定しだい音声案内やＮＨＫホームページな
どでお知らせします。
申込方法／入場は無料ですが、入場整理券（１枚で２人まで入場
可）が必要です。往復はがきで申し込みください。
【締め切り】３月24日㈪必着（応募多数の場合は抽選）
※当選は１人１通とさせていただきます。
※郵便往復はがき以外での応募や記入もれのあるはが
きは抽選の対象外となります。
※インターネットオークション等での転売を目的とし
た申し込みは固くお断りいたします。なお、売買を
目的とした申し込みであると判明した場合には、抽
選対象外とさせていただきます。
※応募の際にいただいた情報は、抽選結果や番組に関
するご連絡のほか、ＮＨＫでは受信料のお願いに使
用させていただくことがあります。
ご案内／ＮＨＫ釧路放送局（24時間音声案内）
☎0154－44－4000、0154－44－4400
主 催／中標津町、中標津町教育委員会、（一財）中標津町文化
スポーツ振興財団、ＮＨＫ釧路放送局

生涯学習・文化芸術情報

一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

生涯学習・文化芸術情報

中標津しらかば学園 新入生募集

第９回

子どもステージ

inしるべっと

期

間／平成26年４月から平成27年３月まで。
毎月２回、いずれも水曜日。
午前10時～午後３時
ところ／しるべっと（文化会館）
定 員／80人（超えた場合は選考基準により決定）
応募資格／原則、町内に居住する満60歳以上の方。
受講料／年間6,500円。
学習内容／午前：講義（教養や健康、創造活動など）
午後：選 択制のクラブ活動（昨年はカラオ
ケ、合唱、ちぎり絵、陶芸、文芸から
選択）
申込方法／４月４日㈮までに、入学願書をしるべっと窓
口に提出してください。
※入学願書はしるべっと窓口で配布しています。
※入学願書の郵送をご希望の方は、しるべっ
と（☎73－1131）までお電話ください。

文化やスポーツの分野で活躍する子
どもたちが、日ごろの練習の成果を元気
いっぱいに発表します。
と

き／３月９日㈰
入場無料
午後１時開場
午後１時 30 分開演
※悪天候等により開催出来ない場
合は、３月 11 日㈫、12 日㈬の
２日間に分けて開催します。
ところ／しるべっとホール
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

※問い合わせはしるべっと（☎73－1131）へ
※都合により、日程･会場などが変更になる場合があります。
※◎印のイベントチケットは、しるべっと窓口で販売しています。

◎みのや雅彦ライブ
と

き／３月14日㈮

○書楽家時間中標津特別編
～みんなで楽しく書こう！～

午後７時開演

と

ところ／コミュニティホール
入場料／3,000円
主

き／４月２日㈬、３日㈭
①午後１時～２時30分

※全席自由、当日500円増し

②午後３時30分～５時

催／みのや雅彦ライブ中標津町実行委員会

③午後７時～８時30分
※それぞれ定員10名
ところ／しるべっと

◎中標津高等学校合唱部第27回定期演奏会

受講料／大人2,000円、学生1,500円

Precious is…～貴方にとって大切なものは何ですか～

と

き／３月23日㈰

午後６時30分開演

ところ／しるべっとホール
入場料／300円
主

※小学生以下無料

催／中標津高等学校合唱部

き／３月29日㈯

主

催／小林麻紀ピアノ教室

主

催／中標津「書楽家時間」実行委員会
☎73－1131

○ヒップホップキッズ会員募集

（26年度新規会員）
対象者／小学１年生から６年生の女子
申込受付／３月12日㈬

午後１時30分開演

ところ／しるべっとホール

師／安田有吾（コンドルズ）

問合先／しるべっと

○第19回小林麻紀門下生ピアノ発表会
と

講

午後５時～６時30分

しるべっと第２研修室（２階）
例会／毎週水曜日

入場
無料

午後３時30分～４時30分（１・２年生）
午後４時30分～５時30分（３・４年生）
午後５時30分～６時30分（５・６年生）

○第28回阿部京子門下生ピアノ発表会
と

き／３月30日㈰

ところ／しるべっとホール
主

※申し込みは代理の方でも構いませんが、この日

午後１時30分開演

催／阿部京子ピアノ教室

のみの受付となりますのでご了承ください。
問合先／事務局：新谷（あらや）☎080－4501－3947

入場
無料

E-mail smacks-rika@comet.ocn.ne.jp
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交流センターホームページ

http://www.zncs.or.jp/k_center/

春休み子ども映画会 「モンスターズ・ユニバーシティ」
と き／３月26日㈬
ところ／<計根別>交流センター 午前10時～11時50分
<中標津>しるべっとホール 午後２時～３時50分
※開場は各30分前です。
主

入場
無料!

交流センターと図書館では、上映作品に関
する本のほか、いろいろなモンスターが登場
する本を紹介します。
期

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
【中標津町交流センター、中標津町図書館】

間／交流センター

３月26日㈬まで

中標津町図書館 ３月10日㈪～26日㈬

なかしべつ映画上映会
と

き／３月16日㈰
『レ・ミゼラブル』
午後12時30分開場、午後１時上映開始
チケット
と き／４月20日㈰
『舟を編む』
販売中！
午後４時開場、午後４時30分上映開始
ところ／しるべっとホール
入場料／１作品鑑賞券  700円 ２作品鑑賞券1,000円
※全席自由、税込み、当日も同料金です。
◎未就学児童は保護者と同一席であれば無料です。
◎チケットは作品ごとに必要です。
プレイガイド／しるべっとほか
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

お 詫 び
当初３月16日㈰に
予定していた「舟を編
む」の上映は、配給困難の事態によ
り、左記のとおり日程を変更するこ
とになりました。チケットを購入さ
れた皆さまには、大変ご迷惑をおか
けいたしますことを深くお詫び申し
上げます。
なお、２月13日以前に購入いた
だいたチケットにつきましては、払
戻しおよび交換をしるべっと窓口に
て対応させていただきます。

【総合型地域スポーツクラブ】

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

□ジュニアミニテニスクラブ

【スポーツ広場】

と

□ミニテニスをやってみる会（どなたでも）

き／３月15日㈯

午前９時30分～11時

ところ／中標津体育館

と

き／３月７日・14日・28日
毎週金曜日 午後１時30分～３時
ところ／中標津体育館

※小学生交流会・親子交流会を開催します
問い合せ

□ミニテニス楽しむ会（初心者・60歳以上歓迎）
と

き／３月５日・12日・19日・26日
毎週水曜日 午前９時～10時30分
ところ／中標津体育館



〒０８６－１１４８ 中標津町緑ヶ丘６番地３
中標津町運動公園管理棟内
ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー
クラブマネジャー 船山幸利
TEL ７２－８００３ FAX ７２－８００９

編集後記

▼ 寒い冬も残りわずかと
なり、だんだんと温かく
なってきました。
私にとってこの冬の思
い出は、長靴アイスホッ
ケー大会に初めて出場
したこと、そしてスノー
ボードを楽しんだことで
す。仕事ではあまり体を
動 か す 機 会 が な い の で、
よい気分転換になりまし
た。
夏には野球が待ってい
るので、そろそろ体づく
りを始めようかなと思っ
ています。  （輪島）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
（３月６日～４月５日）
しるべっと（総合文化会館）
・図書館・各体育施設、交
流センターの休館日は、３月 17 日㈪です。毎月、第１・
第３月曜日が休館日です。なお、図書館は蔵書点検のた
め、３月４日㈫から９日㈰まで、特別休館しています。
郷土館の休館日は、３月 10 日㈪・17 日㈪・24 日㈪・
25 日㈫、31 日㈪です。原則、毎週月曜日と祝日の翌日が
休館日です。
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生涯学習・文化芸術情報

一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

